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TOP NEWS

日本のネット通販輸出を支援
シングポスト、大阪支店も開設
郵政事業シンガポール・ポスト（シングポスト）の日本法人カンタムソリューションズは、日本と海外を
結ぶネット通販支援事業を拡大する。10 月には大阪支店を開設し日本からのアパレル輸出を支援する。来
年には海外に発送していない日本のネット通販でも外国人が購入できるような配送サービスに参入する
計画だ。日本郵便と始めたネット通販の海外発送支援は、初年度の目標達成が確実な状況という。
カンタムソリュ
ーションズは、ネッ
ト通販に出品する
業者が消費者から
注文を受けた品を
海外に発送する際、
保管や在庫管理、梱
包（こんぽう）、輸
出手続き、配送など
を一括で手掛ける
「フルフィルメン
ト」サービスで日本
郵便と提携してい
る。提携は昨年 11
月に発表し、今年４
月に本格的に稼働

した。今月には米系通販大手アマゾンとのシステム連携
も開始。アマゾンに出店する企業の海外配送を手掛け
る。
カンタムの佐々木佳彦社長は、これまでに中小の出店
業者を中心に 50 社以上にサービスを提供していると明
らかにし、当初掲げた目標である初年度の 100 社獲得は
確実と語る。アマゾンに続きインターネット競売大手の
米系イーベイとも今秋のシステム連携を予定している
と説明した。発送先は圧倒的に米国向けが多いが、伸び
率だけをみるとシンガポールも含めた中国語圏の成長
率が高いと話す。
大阪支店を 10 月１日に開設するのは、ネット通販を
通じて日本のファッション輸出拡大を支援することが
目的の一つ。倉庫も持ち東京との２極体制とする。日本
のファッション輸出は、食やアニメーションなどのコン
テンツと並び経済産業省が推進する、日本文化産業の海
（次ページへ続く）
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外進出支援「クール・ジャパン」の中心的な商材でもあ
る。大阪からアパレル輸出を目指す業者の需要を取り込
む考えだ。
カンタムの強みは、郵便事業者という成り立ちを生か
して国際郵便価格で配送すること。郵便と同様に前払い
が原則だが「固定費も一切ない」という。

スマホ、多言語
佐々木社長は、日本から輸出を目指す業者だけでな
く、日本のネット通販で購入したい海外の消費者向けの
配送事業も来年から開始すると語る。
日本のネット通販では輸出に対応していないことも
多く、外国人や海外在住の日本人は注文ができないこと
も珍しくない。過去には、リチウム電池が入った品物は
郵便で送れなかったが、現在は船便、航空便ともに送る
ことが可能になるなどの追い風もある。海外から日本の
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ネット通販を利用したい層向けのサービスを、日本語、
英語、中国語で立ち上げる計画だ。サービス名などは現
在検討中という。
新サービスでは、複数のネット通販で購入した品を同
社が指定する住所に送ることで、一括して配送すること
が可能になる。急いで届けて欲しい品など、個別の配送
にも対応するという。
このほかに、アジア太平洋の 10 拠点のネットワーク
を生かし、日本で販売したい業者向けのサービスも準備
中と説明している。
カンタムは 2001 年にシングポストと英国のロイヤ
ル・メール、オランダの国際宅配大手ＴＮＴが設立した
合弁会社が前身。09 年にアジア太平洋事業がシングポス
トの全額出資子会社となった。拠点は日本、シンガポー
ルのほか、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）ではマレ
ーシア、タイ、フィリピンにある。

＜速報＞地場ＳＡＴＳ、クルーズセンター買収
空港地上業務のＳＡＴＳ（旧シンガポール・エアポ （約 86 億円）で買収すると発表した。ＳＣＣは南部ハ
ート・ターミナル・サービシズ）は 26 日、政府系投資 ーバーフロント・センターや東部タナメラ、西部パシ
会社テマセク・ホールディングスからシンガポール・ ルパンジャンにあるフェリー・ターミナルを所有・運
クルーズ・センター（ＳＣＣ）を１億 1,000 万Ｓドル 営している。

シンガポールとマレーシ
ア・ジョホール州は海峡を隔
てて目と鼻の先︒距離は近い
が住む環境は異なる︒
当地の住宅価格は政府の不
動産投機抑制策にもかかわら
ず高い水準で推移している︒
コンドミニアムで１億円近い
値がつくのは当たり前︒公営
万〜
住宅ですら
万円台の物件はざら
で︑東京よりも全般的に割高
だ︒そんな背景もあり︑同州
で盛んに開発されているコン
ドが
万円程度で売
りに出されていると︑かなり
低価格に思えてくる︒
週数回しか出社しなくてよ
いというＩＴ専門家の知人は
同州にコンドを買い︑シンガ
ポ ー ル へ 通 勤 し て い る そ う だ︒
近所のヘアサロンの美容師は
毎日同州ジョホールバルから
バイクで 分かけて通ってい
ると話していた︒今後２国間
の鉄道システム敷設などで交
通網の整備が進めば︑国をま
たいだ職住近接はさらに加速
しそうだ︒
︵雪︶
45

地元ラジオ局のＤＪ２人が、女性
客室乗務員の格好でエアアジア
のフライトに搭乗した＝マレー
シア（スター）
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